横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

横
手
地
区

増
田
地
区

指定
番号

工事店名

所在地
秋田県横手市大水戸町5‐13

令和４年９月１３現在
電話番号

2

石久設備

18

山二施設工業株式会社 横手
秋田県横手市梅の木町15‐5
支店

０１８２－３２－１１１９

39

株式会社 イシダ設備

秋田県横手市寿町11‐2

０１８２－３２－０５１８

42

横手水道工業株式会社

秋田県横手市平城町6-20

０１８２－３２－１９１０

45

株式会社 岡本産業

秋田県横手市明永町6‐10

０１８２－３２－４１７２

48

有限会社 新栄施設工業

秋田県横手市婦気大堤字谷地添27

０１８２－３３－２５８１

51

荒川施設工業株式会社

秋田県横手市赤坂字荒沼72‐2

０１８２－３２－３９７４

68

株式会社 高善

秋田県横手市平和町5‐37

０１８２－３２－２１７９

73

有限会社 小松商店

秋田県横手市平和町6‐12

０１８２－３２－０７５１

74

金田設備工業

秋田県横手市睦成字鶴巻44‐143

０１８２－３２－１５７８

107

株式会社 ますだ機工

秋田県横手市南町26‐1

０１８２－３３－２２４５

110

高橋住設

秋田県横手市杉沢字見入野天狗沢345‐2

０１８２－３２－７４０７

115

株式会社 東北カッター施設
横手営業所

秋田県横手市安田字柳堤1‐47

０１８２－３３－４７８８

157

佐々木水道

秋田県横手市駅西二丁目2-18

０１８２－３２-６２１３

164

三共産業株式会社 横手支店 秋田県横手市前郷字下横山52-2

０１８２－３２－３８８５

200

伊藤住設

秋田県横手市八幡字石町48-1

０９０－３３６９－１５２１

228

よこて水サポ

秋田県横手市平城町9-20

０９０－５２３３－８６９２

1

有限会社 藤原建材店

秋田県横手市増田町湯野沢字大道添12‐4

０１８２－４５－５００２

3

佐藤タイル設備

秋田県横手市増田町増田字中町119-1

０１８２－４５－４６８３

6

アサヒ電器

秋田県横手市増田町増田字本町17

０１８２－４５－２５３７

66

株式会社 さとう住設

秋田県横手市増田町増田字新町72‐8

０１８２－３８－８０９５

104

小原商店

秋田県横手市増田町三又字五輪羽場2‐1

０１８２－４５－４５４６

213

長谷川設備工業

秋田県横手市増田町増田字本町17-5

０１８２－２３－５２３８
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

平
鹿
地
区

雄
物
川
地
区

大
森
地
区

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

24

株式会社 髙橋設備

秋田県横手市平鹿町醍醐字上醍醐6－6

０１８２－２５－３３１１

32

遠藤設備

秋田県横手市平鹿町浅舞字道川152‐2

０１８２－２４－２５５０

37

平鹿設備工業株式会社

秋田県横手市平鹿町上吉田字車長根22‐1

０１８２－２４－１５６１

46

有限会社 環境エンジニアリン
秋田県横手市平鹿町浅舞字福田309‐1
グ

０１８２－５６－３２８８

60

菊地設備工業有限会社

秋田県横手市平鹿町下吉田字高口69

０１８２－２４－２３０９

86

柿崎水道

秋田県横手市平鹿町醍醐字松館15‐5

０１８２－２５－３２４２

100

井上管工株式会社

秋田県横手市平鹿町中吉田字竹原77-１

０１８２－２４－００３６

118

有限会社 真田設備工業

秋田県横手市平鹿町浅舞字蛭野285

０１８２－２４－０８６８

132

有限会社 細谷設備

秋田県横手市平鹿町浅舞字覚町後169‐3

０１８２－２４－０１５９

197

株式会社 横手総合設備

秋田県横手市平鹿町醍醐字大沼下49-2

０１８２－２５－３６７５

29

佐藤施設工業株式会社

秋田県横手市雄物川町今宿字出向196

０１８２－２２－３１３３

61

有限会社 マツノヤ

秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前2‐1

０１８２－２２－４１８４

76

株式会社 吉田建設

秋田県横手市雄物川町薄井字下開344

０１８２－２３－１１１６

77

有限会社 佐一設備

秋田県横手市雄物川町沼館字沼館332

０１８２－２２－２０９４

79

三浦パイプサービス

秋田県横手市雄物川町今宿字下谷地69‐1

０１８２－２２－４８７３

80

貴俵電気設備工業株式会社

秋田県横手市雄物川町造山字造山143‐16

０１８２－２２－３３６５

128

前澤設備工業

秋田県横手市雄物川町薄井68‐3

０１８２－２３－１１２３

38

有限会社 佐々木施設工業

秋田県横手市大森町十日町字西二ツ森49

０１８２－２６－３２２１

63

有限会社 大和工業

秋田県横手市大森町上溝字船沢203

０１８２－２６－３４４１

64

有限会社 佐藤設備工業

秋田県横手市大森町上溝字上野216

０１８２－２６－３２４０

111

佐々木設備

秋田県横手市大森町上溝字上野174‐1

０１８２－２６－２７７４

139

有限会社 成田設備工業

秋田県横手市大森町十日町字藤田123

０１８２－２６－４４３３
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

十
文
字
地
区

山
内
地
区

大
雄
地
区

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

4

いずみ設備

秋田県横手市十文字町鼎字大倉14‐1

０１８２－４２－１６６６

30

有限会社 伊藤工業

秋田県横手市十文字町梨木字家東121‐5

０１８２－４２－２４１８

52

土田設備工業

秋田県横手市十文字町植田字東荒屋布2‐2

０１８２－４４－３８３８

56

有限会社 松田水道

秋田県横手市十文字町字十文字52

０１８２－４２－０９６６

67

株式会社 マルサ建設

秋田県横手市十文字町睦合字川前139‐1

０１８２－４４－３２３２

71

羽後設備株式会社 県南支店

秋田県横手市十文字町梨木字羽場下14‐12

０１８２－４２－３７２１

88

有限会社 ビルドワークス

秋田県横手市十文字町上鍋倉字上掵5‐31

０１８２－２３－５６６０

90

佐々木管工

秋田県横手市十文字町植田字沼尻83

０１８２－４４－３７０１

120

加藤管業Ｌ．Ｓ

秋田県横手市十文字町谷地新田字根木場42-2 ０１８２－４４－３３３９

122

後藤ポンプ店

秋田県横手市十文字町佐賀会字新山道添165０１８２－４２－２２８６
1

134

有限会社 畑山施設工業

秋田県横手市十文字町植田字忍ノ沢120‐4

０１８２－４４－３３１６

140

有限会社 マルナカ燃料

秋田県横手市十文字町西原一番町20

０１８２－４２－３５３５

148

東北ヤエガシ

秋田県横手市十文字町字西上101-6

０１８２－２３－６４８５

150

有限会社 土井建築設計

秋田県横手市十文字町鼎字上野村69-2

０１８２－４２－３５７５

179

金澤設備工業

秋田県横手市十文字町十五野新田字増田道東
０１８３－５２－４７９７
75-8

214

さくら住宅設備

秋田県横手市十文字町梨木字海道下3‐12

０１８２－４２－４３３３

217

株式会社 県南地所

秋田県横手市十文字町佐賀会字下沖田1-1

０１８２－４２－４２３２

220

ミライフ東日本株式会社 秋田
秋田県横手市十文字町仁井田字八萩73‐1
十文字店

０１８２－４２－１４５５

11

田代水道工業株式会社

秋田県横手市山内土渕字小田41‐1

０１８２－５３－２３３３

50

菅原水道工事店

秋田県横手市山内土渕字二瀬35-5

０１８２－５３－２０４３

78

川越水道

秋田県横手市山内平野沢字南相野々94‐5

０１８２－５３－２５２８

7

有限会社 大雄産業

秋田県横手市大雄字三村東56

０１８２－５２－２０２１

23

カマダ設備株式会社

秋田県横手市大雄字宮小路21

０１８２－５２－２５６０

215

株式会社 神谷プラント

秋田県横手市大雄字三村東56-7

０１８２－５２－３２２２
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

秋
田
市

潟
上
市

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

28

株式会社 あたご

秋田県秋田市楢山愛宕下11‐61

０１８－８３４－４０７６

34

ケイエス有限会社

秋田県秋田市土崎港北三丁目19-22

０１８－８５７－２４１１

57

株式会社 カミオ

秋田県秋田市将軍野南三丁目9-4

０１８－８４５－００４３

82

株式会社 三和施設

秋田県秋田市楢山古川新町28

０１８－８３３－８０３２

92

株式会社 北勢工業

秋田県秋田市仁井田本町五丁目1‐62

０１８－８３９－６５１６

95

山岡工業 株式会社

秋田県秋田市御所野湯本二丁目1-5

０１８－８２６－１６１６

124

日管設備工業株式会社

秋田県秋田市外旭川字三千刈7-6

０１８－８６５－３３８３

126

株式会社 テクニカサービス

秋田県秋田市太平目長崎字本町20-3

０１８－８３８－２７４９

138

有限会社 斎藤設備工業

秋田県秋田市手形田中5-33

０１８－８３５－１１５１

143

有限会社 ケー・エスケー管工 秋田県秋田市御所野湯本四丁目1-10

０１８－８８９－８０８３

149

互大設備工業株式会社

秋田県秋田市添川字境内川原228-27

０１８－８３３－９２７０

160

有限会社 ＳＫ工業

秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場13-3

０１８－８７４－７４９０

165

株式会社 渡部工業

秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町2-6

０１８－８６４－７２８８

167

株式会社 クラシアン

営業所:秋田県秋田市保戸野通町7-33

０１８－８６２－３２３１

168

有限会社 日設工業所

秋田県秋田市添川字境内川原72-26

０１８－８３２－２１３７

174

有限会社 黒崎施設工業

秋田県秋田市四ツ小屋小阿地字柳林44-5

０１８－８３９－６５７２

176

株式会社 協設

秋田県秋田市八橋三和町11-27

０１８－８６４－４０４３

182

有限会社 伊藤石油設備機器
販売

秋田県秋田市大住一丁目1-34

０１８－８３３－０７３４

185

高進設備株式会社

秋田県秋田市仁井田字仲谷地308-1

０１８－８３９－５９４７

186

株式会社 柴建

秋田県秋田市下北手松崎字家の前179

０１８－８３４－３４９５

193

有限会社 アイシステムホーム 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山2-79

０１８－８５７－０７２７

196

保坂設備工業

秋田県秋田市雄和椿川字石坂上32-45

０１８－８８６－８１７７

211

株式会社 ヌノタニ

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地253‐4

０１８－８４７－５５１５

219

水道ワークス

秋田県秋田市新屋南浜町1-10

０１８－８３８－６３８１

221

セルビック株式会社

秋田県秋田市土崎港西三丁目7-16

０１８－８４６－９１９４

225

株式会社 村上設備

秋田市大住南三丁目18-25

０１８－８２９－３８０２

229

株式会社 よしみつ設備

秋田県秋田市将軍野東一丁目2-16-2

０１８－８２７－７７２５

204

川上設備工業株式会社

秋田県潟上市昭和豊川竜毛字坂の下2

０１８－８７７－４５１３
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

由
利
本
荘
市

に
か
ほ
市

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

12

総合施設株式会社 本荘支店 秋田県由利本荘市大鍬町228-2

０１８４－２４－２３２１

26

有限会社 マルエス設工

秋田県由利本荘市埋田字小館27

０１８４－２４－５４１８

116

有限会社 アメニティーユニオ
ン

秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下287-5

０１８４－３３－２３７６

144

有限会社 鈴木ポンプ店

秋田県由利本荘市東梵天98

０１８４－２２－４３８５

151

有限会社 大内水道施設

秋田県由利本荘市小栗山字横道3

０１８４－６５－２５８８

171

株式会社 三共施設

秋田県由利本荘市薬師堂字谷地177

０１８４－２２－７６８５

180

山忠設備有限会社

秋田県由利本荘市三条字三条谷地117-1

０１８４－２３－６０３５

207

株式会社 三浦組

秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-289

０１８４－３３－２３０７

208

株式会社 鈴木土木工業

秋田県由利本荘市大谷字鍋倉11-1

０１８４－６５－３９０３

223

エヌハウス

秋田県由利本荘市石脇字中浜3-18

０１８４－２３－４３２１

203

株式会社 千秋テクノエンジニ
アリング

秋田県にかほ市平沢字井戸尻45

０１８４－３３－６１８０
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

大
仙
市

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

5

有限会社 水交設備

秋田県大仙市松倉字松倉148

０１８７－８６－０８２０

14

株式会社 渡部設備

秋田県大仙市四ツ屋字川口98

０１８７－６６－２５１０

22

株式会社 富士開発機工

秋田県大仙市大曲須和町一丁目1-17

０１８７－６２－２１７０

31

有限会社 中仙施設工業

秋田県大仙市長野字神林160

０１８７－５６－４３５６

35

有限会社 菊地住設

秋田県大仙市四ツ屋字下古道103-1

０１８７－６６－１８８２

40

有限会社 角間川設備工業

秋田県大仙市角間川町字東元道巻137‐3

０１８７－６５－４３３１

58

大曲施設工業株式会社

秋田県大仙市大曲須和町二丁目9‐15

０１８７－６３－４５８１

72

清和設備

秋田県大仙市鑓見内字館ノ内143

０１８７－５６－４０５２

84

株式会社 アクサム

秋田県大仙市大曲須和町二丁目6-7

０１８７－６２－１０８１

94

有限会社 佐々木電器

秋田県大仙市南外字下鎌田67‐1

０１８７－７４－２２７７

98

木村設備

秋田県大仙市長野字小豆田77‐3

０１８７－５６－２６８４

119

高橋ボーリング

秋田県大仙市太田町国見字伊勢堂176-2

０９０－２７９８－９２５２

131

株式会社 朝日水道工業所

秋田県大仙市大曲須和町一丁目3‐58

０１８７－６３－０３９９

136

有限会社 柴田設備

秋田県大仙市飯田字屋舗通4

０１８７－６２－３９６６

154

株式会社 シーグ

秋田県大仙市戸地谷字川前366-1

０１８７－６３－７７３１

156

有限会社 小林電器設備

秋田県大仙市大曲日の出町一丁目44-5

０１８７－６３－０４３７

159

佐川設備

秋田県大仙市協和境字野田144-63

０１８－８９２－３５６９

173

藤本家電サービス

秋田県大仙市太田町三本扇字羽見内92

０１８７－８８－２５７６

177

株式会社 テクノワン

秋田県大仙市土川字小杉山6

０１８７－７５－１４０８

181

高梨鉄工所

秋田県大仙市高梨字水里108

０１８７－６２－３０４４

184

株式会社 総合設備秋田

秋田県大仙市清水字中田127

０１８７－５６－２８７５

187

北浦設備エンジニア

秋田県大仙市大神成字山回179

０１８７－５７－３７１１

192

秋田電気工事株式会社

秋田県大仙市刈和野字大佐沢126

０１８７－７５－２６３４

195

DH設備工業株式会社

秋田県大仙市豊川字南又18-1

０１８７－４９－７１５５

198

株式会社 ライフアシスト

秋田県大仙市大曲日の出町一丁目30-11

０１８７－８８－８６０９

201

スガホーム合同会社

秋田県大仙市強首字上野台12-85

０１８７－７７－２７５９

212

株式会社 キムラ水道

秋田県大仙市大曲戸巻町2-18-1

０９０－２９８７－４４９３

218

ＭＡＲＵＱ水道

秋田県大仙市角間川町字町頭30-1

０８０－１８２８－３１０９
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト

令和４年９月１３現在

地
区

指定
番号

仙
北
市

155

有限会社 ヌノヤ設備工業

秋田県仙北市角館町岩瀬下タ野252-3

０１８７－５４－４４２１

8

有限会社 坂本水道工業

秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森155－3

０１８２－３７－３１１３

83

有限会社 細井技研工業

秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川11

０１８７－８４－０５９６

秋田県仙北郡美郷町野中字押切89-2

０１８７－８４－３８８０

美
郷
町

121

工事店名

島設備

所在地

電話番号

163

有限会社 小林鉄工所

秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際1-7

０１８７－８５－２０７８

169

渋谷設備

秋田県仙北郡美郷町上深井字谷地中80-2

０１８７－８２－１２１１
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト
地
区

湯
沢
市

羽
後
町

指定
番号

工事店名

所在地

令和４年９月１３現在
電話番号

13

岩野設備工業株式会社

秋田県湯沢市関口字新山田22‐2

０１８３－７３－７１３８

16

株式会社 佐藤総合設備

秋田県湯沢市清水町六丁目1‐32

０１８３－７２－５１４１

49

有限会社 あべ水道施設

秋田県湯沢市字中野56‐2

０１８３－７３－６７７８

54

三共産業株式会社 湯沢支店 秋田県湯沢市字両神123‐4

０１８３－７３－６７６２

55

千葉設備工業

秋田県湯沢市駒形町字大門掵45

０１８３－４２－３２１８

65

有限会社 沼沢水道施設工業

秋田県湯沢市駒形町字八面17‐1

０１８３－４２－２３７３

69

株式会社 オカダエンジニアリ
ング

秋田県湯沢市前森四丁目2‐36

０１８３－７３－２８１０

87

有限会社 古関プロパン

秋田県湯沢市川連町字大館下山王36‐1

０１８３－４２－２３６２

91

中央設備工業

秋田県湯沢市川連町字大館下山王53-4

０１８３－４２－２３９１

99

株式会社 水工社

秋田県湯沢市西愛宕町11‐18

０１８３－７２－１１９３

112

赤平設備工業有限会社

秋田県湯沢市酒蒔字中野102

０１８３－７９－２８８０

123

株式会社 渡辺小一郎商店

秋田県湯沢市千石町ニ丁目1‐13

０１８３－７３－２５４５

141

株式会社 ワタナベ水道

秋田県湯沢市若葉町10‐23

０１８３－７３－３０６１

146

布袋水明社

秋田県湯沢市成沢字中ノ沢5－21

０１８３－７２－７８７８

158

有限会社 サードニクス建設

秋田県湯沢市西愛宕町6-19

０１８３－７２－６４６２

161

佐藤水道

秋田県湯沢市川連町字平城下35-6

０１８３－４２－３５２５

172

北水商事

秋田県湯沢市杉沢字森道上243

０１８３－７３－４５２２

178

株式会社 山内儀助商店

秋田県湯沢市田町二丁目3-4

０１８３－７３－２１９１

190

有限会社 前田商店

秋田県湯沢市前森一丁目2-17

０１８３－７３－６１７４

216

有限会社 佐謙工業

秋田県湯沢市三梨町字烏帽子橋78-1

０１８３－４２－４８３８

222

佐々木設備

秋田県湯沢市下関字榎木156-2

０１８３－７２－１４７３

70

有限会社 羽後水道

秋田県雄勝郡羽後町字西杉ノ宮7‐2

０１８３－６２－０８６０

75

合同会社 阿部総合設備

秋田県雄勝郡羽後町床舞字中村56‐1

０１８３－６２－５１３０

105

佐々孝商店

秋田県雄勝郡羽後町貝沢字雀田34-2

０１８３－６２－０９２７

130

柴田水道

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀回字塩出山1０１８３－６２－４１３２
14

147

鈴木設備Ｔ・Ｌ

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内196－2

０１８３－６２－５６８８

183

株式会社 小野建設

秋田県雄勝郡羽後町新町字最上山7-1

０１８３－６２－０１２７

189

有限会社 朝日都市開発

秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内110-3

０１８２－３３－４８４８

191

有限会社 リケン住機

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字本町92

０１８３－６２－５５７０

202

株式会社 キスイ

秋田県雄勝郡羽後町字西馬音内44-4

０１８３－６２－０５６０

205

株式会社 木村工務店

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀廻字元城下
125-2

０１８３－６２－２３２４
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横手市上下水道部水道課 指定給水装置工事事業者リスト

令和４年９月１３現在

地
区

指定
番号

東
成
瀬
村

102

株式会社 鈴木建設工業

秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字下段14‐9

０１８２－４７－３０２０

166

谷藤設備

秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字川通6-1

０１８２－４７－３００８
０９０－７０６２－０７３９

188

株式会社 イースマイル

206

株式会社 アクアライン

209

有限会社 湯田機械

岩手県和賀郡西和賀町湯田20地割29-2

０１９７－８４－２９４４

224

株式会社タカギ

福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4-1

０１２０－３２８－１４３

227

株式会社シンエイ

大阪府大阪市中央区谷町2-4-3 ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9F

０６－６９４４－７７９７

県
外

工事店名

所在地

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7-3 イース
マイルビル
広島県広島市中区上八丁堀8-8 第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ
6F
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電話番号

０６－７７３９－２５２５
０８２－５０２－６６３９

